
　平成 31 年 4月採用予定の日野
町職員採用資格試験を次のとおり
行います。
募集職種および人数
保健師・保育士：若干名（採用予
定年月日：平成 31年 4月 1日）
受験資格　昭和 58 年 4月 2日以
降に生まれた人で、それぞれ保健
師または保育士の資格を有する
か、平成 31 年 3 月 31 日までに
取得見込のある人
【第１次試験】
日時　６月 24日（日）
場所　伯耆町内※時刻および試験
会場は受験票に記載します。
試験内容　専門試験、事務適性検
査、性格診断検査、作文試験
申込み　受験申込用紙に必要事項
を記入し、6月 13 日（水）午後
5時までに西部町村会事務局に提
出してください。なお、同日まで
に到着するよう郵送されても差し
支えありません。申込み用紙は、
役場総務課および西部町村会事務
局で配布しています。
第 1 次試験合格発表　7 月上旬、
合格者に通知を発送するほか、役
場前掲示板に掲示するとともに、
町ウェブサイトに掲載します。
【第 2次試験】
7 月 19 日（予定）、内容は個別面
接による口述試験
申込みおよび問合せ先　鳥取県西

部町村会（電話 0859-22-2049）

　後期高齢者医療制度に加入して
いる人を対象に、歯・歯肉の状態
や口腔清掃状態などをチェックす
る「歯科健康診査（口腔健診）」
を実施します。口腔機能の低下や、
肺炎などの疾病を予防するために
年に一度は口腔健診を受けましょ
う。
健診の流れ
１．後期高齢者医療広域連合また
はお住いの市町村の窓口へ申し込
みましょう。
２．後期高齢者医療広域連合より
受診券・問診票・受診できる歯科
医院一覧などを送付します。
３．送られた一覧から希望する歯
科医院に申し込みをして、後期高
齢者医療被保険者証と受診券・問
診票を持参して健診を受けましょ
う。
４．健診の結果を受け取り、詳し
い検査や治療が必要であれば医療
機関を受診し、生活習慣を振り返
り、改善できることは実践しま
しょう。
健診内容　問診・噛む力や飲み込
む力の確認・舌の動きの確認・歯
や歯肉の状態の確認
受診費用　健診自体は無料です
が、その後に治療行為が行われる
場合は有料となりますので、十分
な説明を受け、納得の上で治療を

受けてください。
受診期間　6月 1 日～平成 31 年
1 月 31 日（木）※健診は、同じ
年度内に 1回のみです。
問合せ先　鳥取県後期高齢者医療
広域連合　業務課（東伯郡湯梨浜
町龍島 500）電話 0858-32-1095

　町の伝統や住民同士のふれあい
を大切に、これからのまちづくり
に生かすため、子どもからお年寄
りまでみんなで楽しめる「生きい
き “ ひの ” ふれあいまつり」を今
年も開きます。
　特産品などの即売や芸能発表、
作品展示、お楽しみ抽選会などを
予定しています。参加を希望する
人はお申し込みください。
日時　11月 17日（土）、18日（日）
場所　役場庁舎前駐車場、町文化
センター、町山村開発センター
募集団体　▼農林水産物・物産品
などの即売、芸能発表、作品展示
を行う団体・個人
参加負担金　1団体につき 500円
（テント、白布貸出などは別途）
申込期限　1次締め切り　6月 29
日（金）※申し込み状況により、
2次募集を行います。
申込みおよび問合せ先　生きいき
“ ひの ” ふれあいまつり実行委員
会事務局（役場企画政策課内）担
当　生田（電話 72-0332）
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【健康福祉課からのお知らせ】

後期高齢者医療歯科健康診査
（口腔健診）を受けましょう

平成 30 年度日野町職員
採用資格試験のお知らせ

【総務課からのお知らせ】

日時：6月10日（日）午前10時スタート

第 41回中国山地日野
鵜の池マラソン大会

▼ファンランクラス（2.3㎞）は、当日申込み可能です。
▼日野産米・アユなどが当たる抽選会も行われます。
＜大会当日、鵜の池湖畔周辺が一時通行止めになります。＞
【問合せ】鵜の池マラソン大会実行委員会事務局
　　　　（町教育委員会内、電話 72-2107）

【企画政策課からのお知らせ】

生きいき"ひの ”ふれあまつり
参加団体・個人を募集します



　町では、滝山公園（中菅）の除
草作業を次の日程で行います。ご
協力をお願いします。
日時　6月 23 日（土）午前 8時
から 2時間程度
集合場所　滝山公園駐車場
参加申込み　保険加入のため、6
月 11 日（月）までに、担当者へ
申し込んでください。
その他　少雨決行します。雨天中
止の場合は、当日午前 7時ごろに
防災無線でお知らせします。
申込みおよび問合せ先　役場建設
水道課　担当　田貝（電話 72-
0350）

　2020 年開催の東京オリンピッ
クでは、不要となった携帯電話お
よびスマートフォンなどをリサイ
クルして選手に授与されるメダル
が製作されます。
　町では、下記場所で回収してい
ますので、ご協力ください。
対象品　不要となった携帯電話・
スマートフォン（ほかの製品は回
収していません）
回収場所　役場建設水道課および
役場黒坂支所

問合せ先　役場建設水道課　担当
音田（電話 72-0350）

　次のとおり、平成 30 年度調理
師試験が行われます。
試験日　10月 13日（土）
試験会場　鳥取県庁、鳥取県中部
総合事務所、鳥取県西部総合事務
所
受験案内配布および受験申請書の
受付期間　6月 25日（月）まで
受験案内配布場所　鳥取市保健所
生活安全課、鳥取県中部総合事務
所、鳥取県西部総合事務所、鳥取
県庁県民課※公益社団法人調理技
術技能センターに請求することも
可能です。
問合せ先　公益社団法人調理技術
技能センターホームページ
（http://www.chouri-ggc.or.jp/09_
chourishi.htm）

　放送大学では、平成 30 年度第
2 学期（10 月入学）の学生を募
集しています。
　放送大学は、テレビやインター
ネットを利用して授業を行う通信
制の大学です。働きながら学んで
大学を卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、さまざまな目的で幅広
い世代、職業の人が学んでいます。
　心理学、福祉、経済、歴史、文
学、自然科学など、幅広い分野を
学べます。
出願期間　▼第 1回：6 月 15 日
（金）～ 8月 31日（金）▼第 2回：
9月 1日（土）～ 20日（木）
【放送大学説明会・入学相談会】
日時　▼ 7 月 8 日（日）午後 2
時～午後 6 時▼ 9 月 2 日（日）
正午～午後 5時
場所　米子市文化ホール研修室１
問合せ先　放送大学鳥取学習セン
ター（電話 0857-37-2351）

　鳥取県司法書士会では、次のと
おり相談会を開きます。お気軽に
お越しください。
日時　6月 22 日（金）午後 6時
～午後 8時（前日までに要予約）
場所　米子コンベンションセン
ター第 1会議室
内容　▼相続・遺言▼不動産の贈
与・売買▼不動産・商業登記▼成
年後見の申し立て▼高齢者・障が
い者の財産管理▼家賃・貸金・売
掛金など 140 万円以下の民事紛
争▼借金・多重債務問題▼身の回
りの法律問題
問合せ先　鳥取県司法書士会（電
話 0857-24-7024）

『無料法律相談会』開催

【建設水道課のお知らせ】

滝山公園の除草作業に
ご協力ください

▼熱中症予防のポイント
①こまめに水分をとりましょう。　②体調の変化に気を付けましょう。　③エアコンなどを上手に使いましょう。
④食事をしっかりとりましょう。    ⑤涼しい服装を心がけましょう。　    ⑥十分に睡眠をとりましょう。

　気温や湿度が高い日が続き、熱中症にかかりやすい季節を迎えました。熱中症とは、体温調節がうま

くできない状態になり、体の中に熱がこもってしまう状態のことをいいます。子どもから高齢者まで誰

にでも起こり得る身近な病気です。熱中症は以下の予防法を知っていれば防ぐことができます。しっか

り予防をして暑い季節を乗り切りましょう。

　立ちくらみ、食欲がない、筋肉のけいれんなど熱中症かな？と感じた時は、風通しの良いところへ移

動し、体を冷やし水分をとりましょう。体がだるい、頭痛、吐き気、おう吐がある場合や自分で水分が

とれない場合は医療機関を受診しましょう。

熱中症を予防しよう！

【そのほかのお知らせ】

平成 30 年度調理師試験
が行われます

小型家電のリサイクルで東京
オリンピックのメダルをつくろう

放送大学【10月入学】の
学生を募集します


